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ことしの夏もコロナに負けず、楽しい思い出を作りましょう！ 
いよいよ待ちに待った暑い夏が始まります。まだまだ我慢の必要な夏休みになりそうですが、ジョワでは

今年もたくさんのプログラムを準備しています。学校のお友だちと一日遊んで学んで楽しんで、暑さに

負けず思い出いっぱいの特別な夏にしましょう！ お申し込みをお待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

          紫陽花リースを作りました     セロファンの傘です      実験教室     

 

確認をお願いします 

◆コロナ禍での開所について・感染防止対策について 
①アフタースクールの開所については、小学校と緊密に連携し、決定していきます。 

 場合によっては、急きょ閉所となる可能性もございます。変更となる場合は、随時メールいたします。 

②アフタースクールを利用される際には、不織布マスク着用にご協力ください。 

③参加前には、ご自宅で体調のご確認、検温を必ず実施し、体温を『参加カード』に記入、 
 ご提出をお願いいたします。体調が優れない場合は、利用をご遠慮ください。 

④7月 1日（金）/7月 18日(祝)/8月 8日（月）～16日（火）はお休みです 

7月 1日は川崎市制記念日、7月 18日は「海の日」、 8月 8日～16日は学園一斉休業のため閉室となります。 
夏休みの確認をお願いします！！ 
 ◆ご利用コースをお決めください 
 夏休みは、レギュラーコース(8月\55,000)・スポットでのご利用となります。  

 スポットは、①１日利用(\5,500)②半日利用（13時まで\3,630）です。 

 新規ご登録の場合はご登録料(レギュラー\22,000/スポット\11,000)が別途かかります。 
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夏休みだけのご利用も可能です！！ 
お問い合せください！ 

 

 

 
 



◆夏休み中の登下校について 
   ＊登校：児童のみでの登校が可能です。ご家庭の責任の下、お気をつけてお越しください。  

   ＊下校：①お迎え  

       ②学園発 12:58/15:57市営バス引率なし(学園バス停まで引率) 

       ③学園発 17:00/18:00スクールバス引率あり（18:00発のみ登戸駅お引き渡し） 

       ④学園発 18:57 市営バス引率あり・登戸駅お引き渡し  
   ※12:58/15:57/17:00は児童のみの下校が可能です。それ以外は保護者のお迎えが必要です。  

    ※バス出発時刻の詳細はご利用予定表でご確認ください。    

 ◆受付時間内に入室してください。 
8：00～8：55 の間に入室をお願いします。（飼育当番の日はご相談ください）午後からの入室は承っており

ません。ジョワは 8：00 に鍵を開けますので、それより早い到着とならないようご注意ください。尚、入室ま

では保護者の管理責任となります。どうぞご了承ください。   

 ◆夏休みの持ち物 
   ＊参加カード （必ず帰宅時間の確認をお子様とお願いします。）  

   ＊勉強道具一式 （１時間程度で終わる学習の用意をお願いします。ただし学校の宿題が優先です。） 

    ＊国語ノート 2冊 ＊色鉛筆 ＊ハサミ・のり・セロテープ ＊虫よけ・虫刺されの薬 ＊日焼け止め       

   ＊大きめの水筒 ＊お弁当（保冷剤などの暑さ対策要） ＊ひとり用ピクニックシート ＊上履き  

 ７・８月のプログラム ※コロナ禍でも可能なプログラムを再開します。      
月日 プログラム名 持ち物・時間・内容 

7月  6日（水） 七夕イベント 
本物の笹に短冊を飾ります。 

持ち物 水性カラーペン（好きな色を１本） 

7月 13日（水） 工作プログラム 詳細は別途おしらせします 

7月 15日（金） ポンポン作り 
夏休みのチアレッスンに向けてポンポンを作ります。チアレッス

ンに参加しない方も一緒に作りましょう。 持ち物 ハサミ 

7月 20日（水） 工作プログラム 詳細は別途お知らせします。 

7月 22日（金） 映画上映会 詳細は別途お知らせします。 

7月 26日（火） 8月 2日（火）4日（木） 夏祭り準備工作 
夏祭りに向けてうちわやお面を作ります。 

持ち物 ハサミ スティックのり カラーペン 

7月 27日（水） 実験教室 
冷え冷えカイロを作ろう！ 

持ち物 なし 

7月 29日（金） 英語で工作 
英語の説明を聞きながら工作をします。 

講師 : 村川沙莉（賛助会員・東京藝術大学大学院卒・英会話イ

ーオン元講師） 詳細は別途お知らせします。 

8月 3日（水） 即興劇 詳細は別途お知らせします。 

8月 5日（金） 夏祭り 
浴衣を着て夏祭りを楽しみましょう ! 

詳細は別途お知らせします。 

8月 17日（水） 工作プログラム 詳細は別途お知らせします。 

8月 19日（金） 空手教室 
指導 : 甲畑 信二 先生 

横浜国立大学空手道部 監督 全日本空手道連盟 七段 

8月 22日（月） 夏休みの思い出コラージュ 
夏休みの思い出を写真のコラージュにしましょう。 

持ち物 写真 5～8枚 はさみ テープのり シールなど 

8月 23日（火） 実験教室 
ペットボトルロケットを飛ばそう！ 

持ち物 なし 

8月 24日（水） 4～8月生まれお誕生会 
４・５・６・７・８月生まれのお友達の合同お誕生会をします。 

持ち物 なし 

8月 30日（火） チアリーディングレッスン 
講師 : 田中 園子（ジョワスタッフ・同窓会会員） 
USAジャパン公認セーフティジャッジ 

チャレンジドチア・パラチアインストラクター 



 

 

カリタス小学校アフタースクール ７月の予定表 

月日 曜日 アフタースクール予定 備考 学校予定 

7月1日 金 川崎市制記念日 休み  休み 

7月2日 土    

7月3日 日    

7月4日 月    

7月5日 火    

7月6日 水 七夕イベント 持ち物あり 短縮授業 

7月7日 木   個人面談 

7月8日 金         コパン 

7月9日 土    

7月10日 日    

7月11日 月   個人面談    短縮授業 

7月12日 火    

7月13日 水 工作プログラム 持ち物あり  

7月14日 木    

7月15日 金 チアレッスン用ポンポン作り 持ち物あり  

7月16日 土    

7月17日 日    

7月18日 月 海の日   

7月19日 火            短縮授業 

7月20日 水 工作プログラム 持ち物あり  

7月21日 木    

7月22日 金 映画上映会  終業式 

7月23日 土    

7月24日 日    

7月25日 月  ※夏休み持ち物あり  

7月26日 火 夏祭り準備工作 持ち物あり  

7月27日 水 わくわく実験教室「冷え冷えカイロを作ろう」 持ち物あり  

7月28日 木    

7月29日 金 英語で工作 持ち物あり  

7月30日 土    

7月31日 日    

 

 

 

 

夏休みだけの利用も可能です！！ 
まずはお問い合せください！ 

      

  

 



 

カリタス小学校アフタースクール ８月の予定表 

月日 曜日 アフタースクール予定 備考 学校予定 

8月1日 月  ※夏休み持ち物あり  

8月2日 火 夏祭り準備工作 持ち物あり  

8月3日 水 即興劇（インプロキッズ東京のプログラム）   

8月4日 木 夏祭り準備工作 持ち物あり  

8月5日 金 夏祭り 持ち物あり  

8月6日 土 閉室   

8月7日 日    

8月8日 月    

8月9日 火    

8月10日 水    

8月11日 木 山の日   

8月12日 金    

8月13日 土    

8月14日 日    

8月15日 月    

8月16日 火    

8月17日 水 工作プログラム 持ち物あり  

8月18日 木    

8月19日 金 空手教室（理究キッズプログラム） 持ち物あり  

8月20日 土    

8月21日 日    

8月22日 月 夏休みの思い出コラージュ作り 持ち物あり  

8月23日 火 わくわく実験教室「ペットボトルロケットを飛ばそう」   持ち物あり  

8月24日 水 4～8月生まれ合同お誕生会   持ち物あり  

8月25日 木    

8月26日 金    

8月27日 土    

8月28日 日    

8月29日 月    

8月30日 火 チアリーディングレッスン 持ち物あり  

8月31日 水    
 

アフタースクールのブログをやっています！ 
 

https://riq-gakudou.com/category/after_school/caritas/ 

ジョワの活動のようすを写真付きでご紹介しています。 

 


